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岩手県社会福祉審議会議事岩手県社会福祉審議会議事岩手県社会福祉審議会議事岩手県社会福祉審議会議事録録録録 
 
 
 

１ 開催日時  平成 25 年８月 19 日（月） 午後１時 30 分から２時 10 分まで 

 

２ 開催場所  岩手県水産会館 5 階 大会議室 

 

３ 出 席 者  別添出席者名簿のとおり 

 

４ 会議の内容 

 ⑴ 議題 

   岩手県社会福祉審議会条例の改正について 

 ⑵ 報告事項 

  ア 東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 

イ 災害派遣福祉チームの創設について 

ウ 子ども・子育て支援新制度について 
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１ 開  会 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、若干時間が早いようでございますが、皆様お

揃いのようでございますので、ただいまから岩手県社会福祉審議会を開会いたします。 

 本日のご出席は、委員総数20人中17人でありまして、過半数に達しておりますので、岩

手県社会福祉審議会条例第４条第３項の規定により、会議は成立しておりますことをご報

告いたします。 

 なお、本日の会議は公開とされております。 

 進行に入る前に、前回の社会福祉審議会以降に新たにご就任いただきました２名の委員

をご紹介いたします。 

 岩手県町村会理事、野田村長の小田祐士委員でございます。 

〇小田委員 小田でございます。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 岩手県遺族連合会事務局長の吉田正広委員です。 

〇吉田委員 吉田でございます。よろしくお願いします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 それでは、お手元に配付しております次第に従いまして

進行させていただきます。 

 

２ 保健福祉部長あいさつ 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 初めに、根子保健福祉部長からご挨拶を申し上げます。 

〇根子保健福祉部長 県の保健福祉部長の根子でございます。岩手県社会福祉審議会の開

会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様にはご多忙な中、お集まりいただき、厚く御礼申し上げます。県では、本年

を復興加速年と位置づけ、基盤復興を加速し、県の復興計画の目指す姿「いのちを守り 海

と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」の実現に向けて着実にその歩みを進め

ているところでございます。保健福祉の分野では、既存の施設の復旧に加えて、新たな施

設の整備も進んでおりまして、沿岸被災地における社会施設、福祉施設の数は震災前より

増えているといった状況でございますが、今後も新たなまちづくりと連動した質の高い保

健、医療、福祉サービスを継続的に提供する体制の再構築に向け、さらなる取り組みを進

めてまいりたいというふうに考えております。 
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 本日の議題でございますけれども、社会福祉審議会条例の改正でございますが、地方分

権改革に係る第３次一括法が平成25年６月７日に成立いたしまして、社会福祉を初めとす

る74の法律が一括改正され、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけを見直すとともに、国

の法律や政省令に定められておりました審議会等の委員定数の基準等を地域の自主性及び

自立性を高めるために地方公共団体で定めることとなったものでございます。 

 委員の皆様から忌憚ないご意見を頂戴いたしますとともに、本県の社会福祉施策の推進

のため、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。本

日はよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 次に、桑島委員長からご挨拶をお願いいたします。 

〇桑島委員長 ご紹介をいただきました桑島でございます。皆様方には大変ご多忙の中、ご

出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日の会議でございますが、初めに社会福祉審議会条例の改正につきまして説明をいた

だきまして、その後に皆様からご意見を伺う、こういう予定になっております。今回お諮

りをいたします条例の改正でございますが、ただいま根子部長さんからご説明があったと

ころでございますが、先ごろ成立、公布されました地方分権改革に係る第３次一括法でご

ざいます。これは、地域の自主性及び自立性を高めることを目的としているものでござい

まして、今回の条例の改正もその一環でございますので、趣旨をご理解いただきまして、よ

ろしくご審議を賜りたく存じます。 

 また、本日は、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況のほか、災害派遣福祉チ

ームの創設と子ども・子育て支援新制度のご報告をいただくことになっております。委員

の皆様方におかれましては円滑な議事進行にご協力いただきますようよろしくお願い申し

上げまして、開会に当たりましてのご挨拶といたします。 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 ありがとうございました。以後の進行につきましては、岩

手県社会福祉審議会条例第３条第１項の規定により、委員長が会議の議長となることとさ

れておりますので、桑島委員長にお願いいたします。 
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４ 専門分科会等所属委員の指名 

 

〇桑島委員長 それでは、暫時の間、議長を務めさせていただきます。よろしくご協力を

願います。 

 それでは、先ほど新しく委員となられましたお二人の専門分科会の所属でございます

が、岩手県社会福祉審議会条例第５条第１項の規定によりまして、当職から指名すること

になっております。 

 小田委員、吉田委員、お二人とも老人福祉専門分科会に指名をいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

５ 議事録署名委員の指名 

 

〇桑島委員長 次に、本日の審議会の議事録署名委員の指名でありますが、岩手県社会福

祉審議会運営規則第５条第２項の規定によりまして、当職から指名することになっており

ます。 

 つきましては、遠山委員と米田委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

６ 議  題 

 （１）岩手県社会福祉審議会条例の改正について 

 

〇桑島委員長 それでは、議題に入ります。 

最初に、６議題 岩手県社会福祉審議会条例の改正について、事務局から説明をお願い

します。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 保健福祉部副部長の浅沼でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 資料１の岩手県社会福祉審議会条例の改正について説明をさせていただきたいと思いま

す。今回社会福祉審議会条例を改正する趣旨についてでございますけれども、項目１、改

正の趣旨にありますとおり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律によりまして、社会福祉法の一部が改正され、社会福祉
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法における委員定数の規定が削除されたことから、委員定数を社会福祉審議会条例により

定めようとするものでございます。 

 次に、項目２、改正案の内容についてでありますが、岩手県社会福祉審議会の委員定数

を20人以内とするという条文の追加をしたいと考えております。 

 条例改正案の内容につきましては、３ページとなりますが、３ページの参考の２、条例

の第２条の箱書きにございますとおり、改正をしたいという内容となってございます。ご

参照をいただきたいと存じます。 

 次に、項目３、改正案の理由について、ご説明をさせていただきたいと思います。委員

数につきましては、県内の主要な社会福祉関係団体等から意見を聴取できる現在の委員数

20人が妥当と考えているところでございます。 

まず、これまで委員数を20人としてきた理由といたしましては、当審議会は社会福祉法

の規定によりまして、社会福祉に関する事項を調査審議するとされており、社会福祉全般

について総合的、大局的な議論を行う役割を有しておりますことから、審議会委員は社会

福祉各分野から選定する必要があると考えてございます。 

 ２つ目が、専門性の高い議論が必要である分野につきましては、（２）の表にもありま

すとおり、社会福祉審議会専門分科会を設置することとされており、関係する学識経験者

の方々を選定する必要があると考えてきたところでございます。 

 ３つ目といたしまして、幅広く民意を反映する観点から県議会議員からの委員任命が義

務づけられているほか、審議への県民参加を推進するため、公募委員を選定してきたとこ

ろでございます。 

 以上の理由から、これまで委員を20名とし、調査、審議等をいただいてきたところでご

ざいます。 

 今回の条例改正に当たりまして、委員定数について改めて検討いたしましたが、審議会

運営の簡素化、効率化及び審議の活性化を図るために、これまで委員数の削減を図ってき

た経緯でありますとか、現在の体制で運営上、特段の支障がないことを踏まえ、委員数を

現在の20名から積極的に増やす理由はないという考え方に基づきまして、条例改正案を委

員定数20名以内としようとするものでございます。 

 以上で説明のほうを終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇桑島委員長 それでは、ただいま事務局からの説明に対ししてご質問、ご意見などござ

いましたらご発言をお願いいたします。ございませんでしょうか。 
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 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、特にご発言等ないようでございますので、お諮りをいたしたい

と存じます。 

 ただいまご説明申し上げました条例改正案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

〇桑島委員長 ありがとうございます。ご異議ないようでございますので、本案は原案の

とおり了承されたものといたします。 

 

７ 報  告 

 （１）東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況について 

 （２）災害派遣福祉チームの創設について 

 （３）子ども・子育て支援新制度について 

 

〇桑島委員長 それでは、次に報告事項に入ります。報告事項は３つございます。１から

３の報告事項をただいまから説明をいただきまして、全部の説明が終わりましてから、一

括して皆様からご質問、ご意見等をいただくことにいたしたいと存じます。 

 それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

〇浅沼副部長兼保健福祉企画室長 引き続き、私のほうから説明をさせていただきたいと

思います。 

資料２、東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況についてをご覧いただきたいと

存じます。前回２月の審議会におきましても説明をさせていただきましたが、東日本大震

災津波からの復興に向けた保健福祉部の取組状況についてご説明をさせていただきたいと

思います。 

資料の１ページの１になります。地域医療の確保についてでございますが、ページの下

の表にございますとおり、被災した施設の修繕や移転整備の支援によりまして、本年６月

末時点で沿岸地域における医療提供施設は、震災前と比較いたしまして90.9％、表の計の

欄の右のほうになりますが、90.9％となっているところでございます。また、資料にはご

ざいませんけれども、医療関係のトピックといたしましては、４月８日に岩手医科大学矢

巾キャンパス内に災害時地域医療支援教育センターを開設し、災害時の地域医療体制に関

する調査研究や、災害時医療教育による人材育成などに取り組んでいるほか、そのほか釜
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石市及び大槌町内の病院、診療所及び行政機関等の間で診療記録や画像情報を共有し、地

域ぐるみで患者のケアを目指す「かまいし・おおつち医療情報ネットワーク」が５月１日

から本格運用されているところでございますので、ご紹介をさせていただきます。 

恐れ入ります、２ページをお開きいただきたいと存じます。２ページにまいりまして、中

段になります。２の地域における高齢者や障がい者等への支援の（１）応急仮設住宅地域

におけるサポート拠点の設置・運営支援につきましては、高齢者等サポート拠点の整備や

グループホーム型の仮設住宅の設置が完了し、高齢者サポート拠点については28カ所、グ

ループホーム型の仮設住宅については12カ所で運営されております。また、その右の欄に

なります、今後の対応方向の欄になりますが、そこに記載しておりますとおり、市や町が

災害公営住宅の入居者に対する見守りや、支援体制について検討する際の手引といたしま

して、保健福祉部、県土整備部、復興局が連携し、災害公営住宅等における見守り事業実

施の手引きを本年３月に策定し、現在はその手引き等を活用した見守りに関する研修会を

実施しているところでございます。 

続きまして、その下になりますが、（２）介護予防や介護・障がい福祉サービスの充実

につきましては、応急仮設住宅での生活における高齢者の孤立防止や介護予防を図るた

め、高齢者が気軽に参加できる運動教室や交流会活動を実施しておりまして、今年度は表

にありますとおり６月末時点で計40回を開催しているところでございます。 

恐れ入ります、３ページをお開きいただきたいと思います。３ページにまいりまして、一

番上になります。②障がい者福祉サービスにつきましては、平成25年３月に障がいがある

方たちの災害対応のてびき、障がい者災害対応マニュアルと呼んでいるものございます

が、こちらを策定いたしまして、説明会の開催や、障がい者等への配布を進めているとこ

ろでございます。 

ページを進ませていただきます。４ページにまいりまして、一番上になりますが、（３）

社会福祉施設等の復旧、運営支援につきましては、このページの一番下の表にありますと

おり、被災した社会福祉施設の修繕や移転整備の支援により、本年６月末時点で沿岸地域

において福祉サービスを提供している施設数は、震災前と比較いたしますと104.7％となっ

ているところでございます。表の中の計欄の右手のほうにありますが、104.7％となってい

るところでございます。 

恐れ入ります、５ページをお開きいただきたいと存じます。５ページにまいりまして、３

の被災者の健康の維持・増進につきましては、被災地の保健活動、食生活、栄養支援活動、口
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腔ケア活動に対応するために応急仮設住宅集会所等を活用し、健康相談、保健指導、歯科

検診、口腔ケア指導等を実施しており、今年度は６月末時点で、表の合計欄の右のほうの

端にありますとおり、1,760人を対象といたしまして開催をしているところでございます。 

恐れ入ります、６ページをお開き願いたいと存じます。６ページにまいりまして、被災

者の心のケアの推進につきましては、岩手医科大学内に設置しております岩手県こころの

ケアセンターにおきまして、長期にわたる専門的ケアを行う体制の整備に取り組んでいる

ほか、沿岸部の４合同庁舎内の地域こころのケアセンターにおいて、被災者の心のケア対

策を推進しており、今年度は６月末時点で2,789件の相談に対応しているところでございま

す。 

続きまして、同じく６ページの５ 要保護児童等への支援につきましては、岩手医科大学

矢巾キャンパス内にありますマルチメディア教育研究棟にいわてこどもケアセンターを５

月８日に設置し、地域ケアセンターへの継続的な医師派遣や内陸部の子供の診療等に取り

組んでいるところでございます。 

恐れ入ります、７ページに進ませていただきたいと存じます。７ページにまいりまし

て、６ 被災者の日常生活や災害時要援護者を支える取組の推進につきましては、（１）に

ありますが、県及び市町村社会福祉協議会に生活支援相談員を本年６月末時点で193名配置

いたしまして、応急仮設住宅や住宅の被災者を対象に生活福祉資金の貸し付けを初めとす

る各種相談の受け付けのほか、民生委員等と連携しながら被災者の安否確認や見守り活動

等を実施しているところでございます。また、下のほうになりますが、（３）災害時にお

ける福祉（介護）の広域的な支援体制の構築については、岩手県災害派遣広域支援推進機

構（仮称）設置準備会を設置いたしまして、災害派遣福祉チームの創設に向けた検討を進

めているところでございます。詳しくは、この後の報告事項、災害派遣福祉チームの創設

についてのところでご説明をさせていただきたいと存じます。 

以上で概括的でございますが、東日本大震災津波からの復興に向けた取り組み状況につ

いての説明を終わらせていただきます。 

〇桑島委員長 次に、災害派遣福祉チームの創設について説明願います。 

〇齋藤地域福祉課総括課長 地域福祉課の総括課長の齋藤でございます。資料３に基づき

まして、私から大規模災害時に避難所等において高齢者、障がい者など災害時要援護者の

福祉・介護等のニーズ把握や応急支援などを担います災害派遣福祉チームの創設とそのチ

ームの派遣主体となります岩手県災害福祉広域支援推進機構の設置に向けて、現在検討を
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進めておりますので、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、これまでの経緯でありますが、このチームの創設につきましては、東日本大震災

津波の際に県内の福祉関係団体等が協働・連携いたしまして、ボランティアとして被災地

支援を行いました。その経験を踏まえまして、平成24年３月に県にこれら団体から災害派

遣福祉チームの組織化を求める要望がなされたところでございまして、このことを契機と

いたしまして検討を始めたものでございます。県におきましては、平成24年６月から各種

団体等と協働でワーキング会議を設置いたしまして、チームの編成などについて検討を行

いますとともに、同年12月からはより幅広の関係団体の方々の代表によります有識者会議

を開催いたしまして、チームの派遣主体、またはこれら関係団体などの連携などについて

種々ご意見をいただいてきたところでございます。今年度は、昨年までの検討の成果を踏

まえまして、岩手県災害福祉広域支援推進機構設置準備会を設置いたしまして、年度内の

チーム創設に向けて、より具体的な検討を現在進めているところでございます。 

 災害派遣福祉チームについてでございますが、このチームは社会福祉士、介護福祉士、精

神保健福祉士等、福祉関係専門職で一定の研修を受けた方々をチーム員として登録いただ

きまして、大規模災害発生時にはチーム員４名から６名程度でチームを組みまして、避難

所における福祉ニーズの把握でありますとか、要援護者のスクリーニング、そのニーズに

よっての仕分けでありますとか、福祉避難所や福祉施設にこれらの方々で、一般避難所で

の生活困難な方々をつなぐ機能でありますとか、行政、医療、保健、福祉機関などと課題

を共有しながら、連携した支援体制の構築を図っていくなどの活動を想定しているもので

ございます。 

 また、このチームの派遣主体となります組織といたしまして、岩手県災害福祉広域支援

推進機構を想定してございまして、官民連携の組織を現在立ち上げるべく検討を進めてい

るところでございます。 

 次のページをお開き願います。この推進機構につきましては、本部長を岩手県知事、副

本部長を県保健福祉部といたしまして、事務局を岩手県社会福祉協議会にお願いすること

で想定をしてございます。この表の委員には福祉関係各団体、岩手県社会福祉協議会を初

めとしまして県社協の高齢者福祉協議会等各種の施設協議会、または地域包括在宅介護支

援センター協議会、老人保健施設協議会などなどの施設協議会、そして社会福祉士会など

の職能団体の方々、あとは岩手県医師会、岩手医科大学、岩手県保健師協会などにも入っ

ていただき、県立大学、そして県市長会、県町村会にも委員になっていただくというよう
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な想定でございます。 

 ３ページの活動イメージ図を見ていただきたいのですが、ここに、真ん中よりやや上に

岩手県災害福祉広域支援機構というふうにありまして、事務局は岩手県社会福祉協議会と

してございます。そこの下に岩手県災害派遣福祉チームを位置づけまして、災害発生時に

は事前に研修を受け、登録していただいた方々によるチーム編成をし、被災地に赴き、避

難所や福祉避難所でのよりよい支援というものについての活動をするというような想定で

ございます。 

 また２ページにお戻りをいただきます。今後の予定でございますけれども、９月には第

１回の推進機構の会議を開催したいと思っていると。それを経まして、10月からは派遣福

祉チームのチーム員募集、研修の実施などを進めてまいりたい。そして、各団体との協定

の締結なども行いたいと思ってございます。それらを経まして来年３月、今年度末には岩

手県災害派遣福祉チームを創設いたしたいと思ってございます。 

 このようなチームの編成などにつきましての国の動向でございますけれども、県では国

に対しましてこのような災害派遣福祉チームの制度化でありますとか、全国組織において

チームを派遣調整するシステムなどを早急に構築するよう、昨年度来要望を行ってきたと

ころでございまして、これを受けて国におきましても24年８月から全国レベルでの人材派

遣などの災害福祉広域支援ネットワークの構築に関する検討を行っているところでござい

ます。ちなみに、他県の動向でございますけれども、北海道及び熊本県において本県と類

似した仕組みを構築しているところでございます。全国的にも他の都道府県においても今

後も検討が進められることと考えてございます。 

 本県の取り組みの特徴といたしましては、まずは被災地に実際に赴き支援活動を行った

経験や、そこから得られました課題などを踏まえて、県または福祉関係団体、県立大学な

どが協働でチーム創設の検討をしているところでございます。また、チーム派遣主体とな

ります推進機構につきましても、これら団体により構成をするものでありまして、検討の

段階から官民学が協働して取り組みを進めている点が他県では見られない特徴であろうか

と思っているところでございます。 

 以上、私からの説明を終わらせていただきます。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 では、次に３の子ども・子育て支援新制度についてご説明願います。 

〇菅野児童家庭課総括課長 児童家庭課の総括課長の菅野でございます。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

 それでは、私から子ども・子育て支援新制度につきましての概要、また県の取組等につ

きましてご説明、ご報告を申し上げます。 

 昨年８月に、いわゆる子ども・子育て関連３法が成立をいたしました。消費税率の引き

上げの実施時期にあわせて施行することとされておりまして、早ければ平成27年度をめど

に本格施行される予定となっております。国におきましては、本年４月に子ども・子育て

会議を設置し、新制度に関しますより具体的な検討を進めておりますが、県におきまして

はその内容を踏まえまして、さまざまな準備作業を行うこととしております。 

 まず、制度の概要についてでございますが、子育てをめぐる現状と課題といたしまし

て、急速な少子化が進行する中、都市部を中心に保育所に入れない待機児童が存在する一

方、子供の減少で施設の維持が困難な地域も少なからずあり、さらには核家族化や高齢

化、地域での人間関係の希薄化などによりまして、家庭や地域での子育て力が低下してい

ると言われております。また、幼稚園と保育所につきましては、親の働き方の違いにより

まして、通う施設が異なるというような状況がありまして、その状況にかかわらず、質の

高い幼児期の学校教育、保育を受けられることが望まれていました。 

こうした現状と課題を踏まえまして、新制度におきましては目指すべき方向として、次

の３つが掲げられております。１つは、幼稚園と保育所のよさをあわせ持つ認定こども園

の普及を進め、質の高い幼児期の学校教育、保育を総合的に提供するというもの。２つ目

は、待機児童の解消と人口減少地域にある少人数の保育施設などの安定的な運営を支援す

るため、保育の量的拡大と身近な地域での保育機能を確保しようとするものであります。 

 以上の２つは幼稚園、保育所などの施設に日常的に通う子供さんを対象としたものです

が、３つ目の方向は、そうした子供たちだけではなく、主に在宅家庭における子育て支援

の充実を図ろうとするものであります。 

 次に、主なポイントでございますが、１つ目といたしまして、財政支援の関係でござい

ます。これまで幼稚園は私学助成、保育所につきましては保育所運営費が別々に支給され

ている状況を改めまして、幼稚園、認定こども園、保育所を通じた共通の給付に一本化さ

れるとともに、その内容も充実されます。また、小規模保育等に地域型保育給付を創設し、安

定的な財政支援を行うことで長期保育等の事業が普及されることが期待されております。 

 ２つ目でございますが、認定こども園については、学校教育法、児童福祉法それぞれに

よる認可を受けなければならなかったわけですが、その点を改めまして、幼保連携型認定
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こども園としての一つの認可だけでよいことにし、それに伴いまして指導、監督も一本化

されます。 

 ３つ目でございますが、いわゆる地域の子ども・子育て支援の充実を図るために、地域

子育て拠点をさらに整備し、放課後児童クラブなどを併設するなど地域の多様な保育ニー

ズに対応することとしております。 

 次に、制度施行までの主なスケジュールでございますが、恐れ入りますが、３ページを

お開きいただきたいと思います。本格施行までの現時点での想定イメージということで、こ

れは国がつくった資料でございますけれども、冒頭申し上げましたように消費税の税率の

引き上げの実施時期にあわせて施行することとされておりまして、27年度から本格施行が

想定されているものでございます。25年度の縦書きのところに子ども・子育て会議に設置

というふうにございますが、既に国におきましては会議が設置をされておりまして、基本

指針ですとか事業計画、さらには認可基準等々、必要な項目につきまして、既に会議で検

討がなされているものでございます。大まかになりますが、そういった国の検討を踏まえ

まして、県、それから市町村で、いわゆる条例の制定ですとか、あるいは認定事務の準備

が進められることとなっております。 

 恐れ入ります、また資料にお戻りいただきまして、２ページのところをお開きいただき

たいと思います。３の県のこれまでの取組でございますけれども、昨年12月の市町村子育

て支援関係者等に対する説明会や意見交換会を初めといたしまして、本年５月には被災地

の実情や課題等を把握するため、被災地子ども・子育て懇談会を開催いたしました。そし

て、県内７地区で市町村担当職員と意見交換会を行ってまいりました。また、リーフレッ

トの配布などによりまして、県民の皆様への周知を図るとともに、県としての実施体制や

支援計画等について調整、検討を進めているところでございます。 

 今後の取り組みにつきましては、そこに掲げておりますように（１）から（５）までご

ざいますような取り組みを予定しております。１つ目といたしまして、子育て当事者や保

育・幼稚園関係者などで構成をいたします県子ども・子育て会議（仮称）でございますけ

れども、の設置、さらには県におきます保育・教育等の量の見込みと確保方策などに関す

る事業支援計画の策定などに取り組み、円滑な施行に向け、必要な準備を着実に行うこと

としております。 

 最後に、５のその他のところでございますが、新制度は市町村が実施主体となり、国、県

が市町村を重層的に支える仕組みとなっております。市町村におきましては、今県の取り
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組みをご説明したものと同じような取り組みを行い、施行に向けた準備を進めることとし

ているところでございます。子ども・子育て支援新制度に関しての説明は以上で終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇桑島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま１から３までご説明をいただきましたが、ただいまのご説明に対し

まして、ご質問、ご意見等ございましたらご発言をお願いいたします。 

 どうぞ。 

〇高橋委員  最後にご説明いただきました子ども・子育て支援新制度についてでありま

す。２ページのその他（市町村の取組）ということで、国、県と連動して市町村でこれか

ら取り組んでいく内容について示されているものと思いますが、市町村で放課後児童クラ

ブの設置運営基準、これを今度は市町村で条例を策定して決めるというふうになるのです

ね。 

〇菅野児童家庭課総括課長  はい。 

〇高橋委員  そうしますと、これは消費税率等の関係で、消費税の増税の関係でというこ

とでありますが、市町村ではこの設置運営基準をいつまでつくればいいということになっ

ているのでしょうか。 

〇菅野児童家庭課総括課長  放課後児童クラブ等の基準の策定についてでございます

が、25年度末までに国から省令が示される予定になっております。それを受けまして、市

町村におきましては平成26年の４月から９月までの間に条例を策定するというスケジュー

ルが示されております。 

〇高橋委員  26年のいつからいつまでですか。 

〇菅野児童家庭課総括課長  26年の４月から９月までの間になっております。 

〇桑島委員長 そのほかございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

 

８ そ の 他 

 

〇桑島委員長 ほかにご質問、ご意見等ないようでございますので、次に８のその他に入

りたいと思います。 

 事務局のほうから何かその他ございませんか。 
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〇伊藤保健福祉企画室企画課長 特にございません。 

〇桑島委員長 それから、委員の皆さん方、この際何か全般にわたりましてのご意見等ご

ざいましたらご発言お願いしたいと思いますが。ございませんでしょうか。 

 （「なし」の声） 

〇桑島委員長 それでは、ないようでございますので、以上をもちまして、本日の会議を

終了させていただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 

９ 閉  会 

 

〇伊藤保健福祉企画室企画課長 本日のご審議大変ありがとうございました。これをもち

まして、岩手県社会福祉審議会を閉会させていただきます。 


